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一般演題 

1. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、豊田宏光、忽那辰彦、金田清志：傍脊柱

椎間アプローチと正中アプローチの併用による Mini-open TLIF－Learning curve と低侵襲性の

検討。第 35 回日本脊椎脊髄病学会 2006.4.21-22 東京 

2. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、豊田宏光、忽那辰彦、金田清志：片側進

入による TLIF（Transforaminal Lumbar Interbody Fusion）の総合的アウトカム評価のための

前向き研究。第 35 回日本脊椎脊髄病学会 2006.4.21-22 東京 

3. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、豊田宏光、忽那辰彦、金田清志：傍脊柱

椎間アプローチと正中アプローチの併用による Mini-open TLIF。第 79 回日本整形外科学会 

2006.5.18-21 横浜 

4. 忽那辰彦、種市 洋、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、豊田宏光、金田清志：脊椎イ

ンストゥルメンテーション手術における超短期抗菌薬予防投与（Antimicrobial Prophylaxis: 

AMP）－手術創感染予防効果判定のための前向き研究。第 79 回日本整形外科学会 2006.5.18-

21 横浜 

5. 須田浩太、種市 洋、楫野知道、大友 一、森平 泰、豊田宏光、忽那辰彦、金田清志：METRx

システムを用いた顕微鏡視下ヘルニア摘出術－SF-36、Oswestry Disability Questionnaire、

Roland-Morris Disability Questionnaire を用いた患者登録制によるプロスペクティブスタデ

ィ。第 79 回日本整形外科学会 2006.5.18-21 横浜 

6. 種市 洋、野原 裕、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、金田清志：mini-open TLIF に

より腰部背筋群の術後障害は軽減されるか？-MRI を用いた前向き研究。第 36 回日本脊椎脊髄

病学会 2007.4.26-27 金沢 

7. 種市 洋、野原 裕、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、金田清志：脊椎インストゥル

メンテーション手術後感染に対するリスクマネージメント‐術後の抗菌薬予防投与は必要か？ 

第 36 回日本脊椎脊髄病学会 2007.4.26-27 金沢 

8. 種市 洋、野原 裕、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、金田清志：mini-open TLIF に

より腰部背筋群の術後障害は軽減されるか？-MRI を用いた前向き研究。 第 80 回日本整形外

科学会 2007.5.24-27 神戸 

9. 種市 洋、野原 裕、須田浩太、楫野知道、大友 一、森平 泰、金田清志：脊椎インストゥル

メンテーション手術後感染に対するリスクマネージメント‐術後の抗菌薬予防投与は必要か？ 

第 80 回日本整形外科学会 2007.5.24-27 神戸 

10. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、森平 泰、北川知明、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲

幸、野原 裕：頚椎脱臼・骨折に対する脊柱再建ストラテジー：損傷型と合併障害の総合的評

価に基づいた治療方針。第 37 回日本脊椎脊髄病学会 2008.4.24-26 東京 

11. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、海老原響、北川知明、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲

幸、野原 裕：変性側弯症の神経障害‐特徴と発現機序の分析に基づいた手術戦略。第 37 回日

本脊椎脊髄病学会 2008.4.24-26 東京 

12. 並川 崇、種市 洋、北川知明、稲見 聡、竹内大作、加藤仲幸、野原 裕：頚椎椎弓根スクリ

ューのための椎弓根内骨髄腔の CT による解剖学的検討。第 37 回日本脊椎脊髄病学会 
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2008.4.24-26 東京 

13. 並川 崇、種市 洋、北川知明、稲見 聡、竹内大作、加藤仲幸、野原 裕：頚椎椎弓根スクリ

ューのための椎弓根内骨髄腔の解剖学的検討。第 81 回日本整形外科学会 2008.5.22-25 札幌 

14. 種市 洋、野原 裕、須田浩太、楫野知道、大友 一、金田清志：骨粗鬆症性椎体圧潰に対する

前方脊柱再建術－適応と限界。第 81 回日本整形外科学会 2008.5.22-25 札幌 

15. 種市 洋、須田浩太、楫野知道、海老原響、北川知明、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲

幸、野原 裕：変性側弯症の神経障害‐特徴と発現機序の分析。第 81 回日本整形外科学会 

2008.5.22-25 札幌 

16. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：高度腰椎変性側

弯症（Cobb 角＞40°）に対する矯正固定術。第 42 回日本側弯症学会 2008.10.10-11 奈良 

17. 竹内大作、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：成長期を過ぎた

先天性後側弯症の vertebral column resection。第 42 回日本側弯症学会 2008.10.10-11 奈

良 

18. 岩井智守男、種市 洋、野原 裕、細江英夫、田中健一郎、宮本 敬、清水克時：著名な後弯変

形を伴った軟骨無形成症の 1 例。第 42 回日本側弯症学会 2008.10.10-11 奈良 

19. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、加藤仲幸、野原 裕：椎弓根内骨髄腔の CT による

解剖学的検討－頚椎椎弓根スクリューを安全に刺入するために。第 23 回日本整形外科学会基礎

学術集会 2008.10.23-24 京都 

20. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、野原 裕：環椎外側塊スクリュー刺入の

ための外科解剖学的検討。第 23 回日本整形外科学会基礎学術集会 2008.10.23-24 京都 

21. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：幼小児側弯症矯

正術における、強固なアンカー作成の工夫。第 7 回日本乳・幼児側弯症研究会 2008.11.2 東

京 

22. 竹内大作、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：腰椎分離すべり

症：PLIF/TLIF で十分なすべり整復はできるか？ 第 38 回日本脊椎脊髄病学会 2009.4.23-25 

神戸 

23. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、加藤仲幸、岩井智守男、野原 裕：超高分子量ポリ

エチレンケーブルを用いた Hybrid 法による脊柱側弯症手術：矢状面アライメント矯正効果につ

いての X 線学的検討。第 38 回日本脊椎脊髄病学会 2009.4.23-25 神戸 

24. 加藤仲幸、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、柴佳奈子、野原 裕：腰椎

後方展開による多裂筋排除圧と筋血流に関する実験的研究。第 38 回日本脊椎脊髄病学会 

2009.4.23-25 神戸 

25. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：重度腰椎変性後

側弯症（Cobb 角＞40°）に対する椎体間解離を併用した矯正固定術。第 38 回日本脊椎脊髄病学

会 2009.4.23-25 神戸 

26. 加藤仲幸、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、柴佳奈子、野原 裕：腰椎

後方展開による多裂筋排除圧と筋血流に関する実験的研究－正中単独アプローチと正中・

Wiltse 併用アプローチの比較。第 82 回日本整形外科学会 2009.5.14-17 福岡 
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27. 竹内大作、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：腰椎分離すべり

症：TLIF/PLIF で十分なすべり整復を得るために。第 82 回日本整形外科学会 2009.5.14-17 福

岡 

28. 森平 泰、須田浩太、楫野知道、中原真二、種市 洋：腰椎変性すべり症に対する傍脊柱筋間ア

プローチを用いた mini-open TLIF の臨床成績。 第 82 回日本整形外科学会 2009.5.14-17 福

岡 

29. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、加藤仲幸、岩井智守男、野原 裕：脊柱側弯症に対

する超高分子量ポリエチレンケーブルを用いた Hybrid 法：椎弓下テープの胸椎矢状面アライメ

ント矯正に対する効果。第 82 回日本整形外科学会 2009.5.14-17 福岡 

30. 金田清志、伊東 学、金山雅弘、橋本友幸、重信恵一、戸川大輔、須田浩太、楫野知道、斎田通

則、種市 洋：骨粗鬆症性胸腰椎椎体圧潰による不安定性後弯と遅発性神経麻痺の病態と治療。

第 39 回日本脊椎脊髄病学会 2010.4.22-24 高知 

31. 加藤仲幸、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、司馬 洋、野原 裕：腰椎

変性疾患に対する Mini-Open TLIF と Traditional Open TLIF の治療成績の比較。第 39 回日本

脊椎脊髄病学会 2010.4.22-24 高知 

32. 竹内大作、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：脊椎インストゥ

ルメンテ−ション手術における手術部位感染（SSI）〜短期予防的抗菌薬と、SSI 発生後の対応。

第 39 回日本脊椎脊髄病学会 2010.4.22-24 高知 

33. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：成人脊柱変形

（変性後弯・後側弯症）に対する椎体骨切りまたは椎体間解離を併用した矯正固定術。第 39 回

日本脊椎脊髄病学会 2010.4.22-24 高知 

34. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：特発性側弯症に

対する後方矯正固定術後の肩バランスの X 線学的検討。第 39 回日本脊椎脊髄病学会 

2010.4.22-24 高知 

35. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：先天性後側弯症

に対する vertebral column resection による後方矯正固定術。第 39 回日本脊椎脊髄病学会 

2010.4.22-24 高知 

36. 岩井智守男、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、飯田尚裕、木家哲郎、中村 

豊、野原 裕：成人特発性側弯症（ 30 歳以上）の手術成績。第 39 回日本脊椎脊髄病学会 

2010.4.22-24 高知 

37. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：特発性側弯症に

対する後方固定術後の肩バランス。第 83 回日本整形外科学会 2010.5.27-30 東京 

38. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：先天性後側弯症

に対する vertebral column resection による後方進入矯正固定術。第 83 回日本整形外科学会 

2010.5.27-30 東京 

39. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：脊椎外傷性病変

に対する posterior discovertebrectomy（後方アプローチによる胸腰椎前方支柱再建術） −前

方・前後合併法との比較− 第 83 回日本整形外科学会 2010.5.27-30 東京 
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40. 岩井智守男、種市  洋、稲見  聡、並川  崇、竹内大作、加藤仲幸、野原  裕： Wrapping 

duroplasty：硬膜腹側欠損における PTFE 代用硬膜と吸収性 PGA フェルトを用いた新しい全周性

硬膜再建術 第 83 回日本整形外科学会 2010.5.27-30 東京 

41. 高橋洋平、松本守雄、唐杉 樹、渡辺航太、千葉一裕、川上紀明、辻太一、宇野耕吉、鈴木哲平、

伊東 学、南 昌平、河野克己、柳田晴久、種市 洋、戸山芳昭、池川志郎：思春期特発性側弯

症と６遺伝子の相関；日本人における大規模 replication study. 第 40 回日本脊椎脊髄病学

会 2011.4.21-23 東京 

42. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：側弯症後方手術

における凹側肋骨頭切除が術後呼吸機能に与える影響。第 40 回日本脊椎脊髄病学会 

2011.4.21-23 東京 

43. 岩井智守男、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、飯田尚裕、木家哲郎、中村 

豊、野原 裕：神経線維腫症に伴う脊柱変形の手術成績−前方 strut の有用性−。第 40 回日本脊

椎脊髄病学会 2011.4.21-23 東京 

44. 柴佳奈子、種市 洋、並川 崇、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、北原 恒、塚原

紘也、野原 裕：成長期脊柱に設置した椎弓根スクリューのインプラント−骨界面の力学的・組

織学的検討−ブタ幼獣モデルを用いた in-vivo 実験。第 40 回日本脊椎脊髄病学会 2011.4.21-

23 東京 

45. 司馬 洋、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：関節

リウマチの上位頚椎病変に対する脊柱再建術 −椎骨動脈損傷会費のための faile-safe 

procedures。第 40 回日本脊椎脊髄病学会 2011.4.21-23 東京 

46. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：思春期特発性側

弯症（Lenke type 5）に対するフレキシブル２ロッド・システムを用いた前方矯正固定術。第

84 回日本整形外科学会 2011.5.12-15 横浜 

47. 高橋洋平、松本守雄、川上紀明、宇野耕吉、伊東 学、南 昌平、河野克己、柳田晴久、種市 

洋、戸山芳昭、池川志郎：思春期特発性側弯症と６遺伝子の相関；日本人における大規模

replication study.  第 84 回日本整形外科学会 2011.5.12-15 横浜 

48. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：側弯症後方手術

における凹側肋骨頭切除が術後呼吸機能に与える影響。第 84 回日本整形外科学会 2011.5.12-

15 横浜 

49. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：腰椎すべり症

（Grade 2 以上）に対する矯正固定術の手術成績。第 84 回日本整形外科学会 2011.5.12-15 横

浜 

50. 都丸倫代、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：先天

性後側弯症を伴う Williams 症候群の 1 例。第 10 回日本乳幼児側弯症研究会 2011.9.2 札幌 

51. 岩井智守男、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、野原 裕：第 5 腰椎高度す

べり症に対する単椎間矯正固定の治療成績。第 20 回日本脊椎インストゥルメンテ−ション学会 

2011.10.27-29 久留米 

52. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：８歳以下の年少
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児に対する椎弓根スクリュー：刺入精度と刺入に伴う椎弓根形態の変化。第 45 回日本側弯症学

会 2011.10.26-27 久留米 

53. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：重度側弯症（≧

100°）に対する後方矯正固定術の治療成績。第 45 回日本側弯症学会 2011.10.26-27 久留米 

54. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：胸腰椎・腰椎後

側弯症手術における 3-column 骨切り術の役割。第 45 回日本側弯症学会 2011.10.26-27 久留

米 

55. 加藤仲幸、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、野原 裕：胸腰椎・腰椎変

性後側弯症の QOL 低下を決定づける脊柱変形パラメータは何か？ 第 45 回日本側弯症学会 

2011.10.26-27 久留米 

56. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：胸腰椎・腰椎変

性後側弯症の矢状面バランス異常に関与する脊柱及び骨盤パラメータは何か？ 第 45 回日本

側弯症学会 2011.10.26-27 久留米 

57. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、柴佳奈子、山本 格、野原 

裕：成人脊柱変形手術における合併症の検討。第 41 回日本脊椎脊髄病学会 2012.4.19-21 久

留米 

58. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、柴佳奈子、山本 格、野原 

裕：胸腰椎・腰椎変性後側弯症の矢状面バランス異常に関与する脊柱及び骨盤パラメータは何

か？第 41 回日本脊椎脊髄病学会 2012.4.19-21 久留米 

59. 大江真人、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、柴佳奈子、野原 

裕：早期発症側弯症に対する先行的 foundation 作成を行った growing rod 法の治療成績。第 41

回日本脊椎脊髄病学会 2012.4.19-21 久留米 

60. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、野原 裕：腰椎変性後弯症

の矯正固定術 −3-column 脊椎骨切り術の役割− 第 85 回日本整形外科学会 2012.5.17-20 

京都 

61. 加藤仲幸、種市 洋、柴佳奈子、司馬 洋、亀田正裕、吉川勝久、本田俊夫、阿久津みわ、高井

盛光、並川 崇、野原 裕：簡易ビタミン K 摂取スクリーニングツールの有用性の検討。第 85

回日本整形外科学会 2012.5.17-20 京都 

62. 大江真人、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳

奈子、関本巌雄、野原 裕：早期発症側弯症に対する growing rod 法−先行的 foundation 作成

の効果．第 46 回日本側彎症学会 2012.10.31-11.1 神戸 

63. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：腰椎変性後弯症治療における術前 fulcrum backward bending の有

用性．第 46 回日本側彎症学会 2012.10.31-11.1 神戸 

64. 岩井智守男、種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：成人脊柱変形手術における Proximal junctional kyphosis (PJK)

の危険因子と臨床成績の検討．第 46 回日本側彎症学会 2012.10.31-11.1 神戸 

65. 稲見 聡、種市 洋、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江
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真人、関本巌雄、野原 裕：成人脊柱変形の手術治療における PI-LL の意義．第 46 回日本側彎

症学会 2012.10.31-11.1 神戸 

66. 並川 崇、種市 洋、稲見 聡、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：胸椎特発性側弯症（Lenke Type 1,2）に対するハイブリッド法の

成績．第 46 回日本側彎症学会 2012.10.31-11.1 神戸 

67. 種市 洋、岩井智守男、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：成人脊柱変形に対する下位胸椎以下の固定術における Proximal 

junctional kyphosis (PJK)—危険因子と臨床成績．第 42 回日本脊椎脊髄病学会 2013.4.25-27 

宜野湾 

68. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：骨粗鬆症性椎体骨折後後弯症治療における矢状面グローバルバラ

ンスのインパクト．第 42 回日本脊椎脊髄病学会 2013.4.25-27 宜野湾 

69. 種市 洋、稲見 聡、並川 崇、竹内大作、岩井智守男、加藤仲幸、司馬 洋、柴佳奈子、大江

真人、関本巌雄、野原 裕：骨粗鬆症性椎体骨折後後弯症治療における矢状面グローバルバラ

ンスの重要性．第 86 回日本整形外科学会 2013.5.23-26 広島 

70. 種市 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、山本 格、青木寛至、野原 

裕：特発性側弯症 Lenke 5C カーブに対する前方矯正固定術−術後 Cobb 角予測式を用いた治療戦

略．第 43 回日本脊椎脊髄病学会 2014.4.17-19 京都 

71. 種市 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、山本 格、青木寛至、野原 

裕：特発性側弯症 Lenke 5C カーブに対する前方矯正固定術−術後 Cobb 角の予測式による固定範

囲決定法．第 43 回日本脊椎脊髄病学会 2014.4.17-19 京都 

72. 種市 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、山本 格、青木寛至、野原 

裕：特発性側弯症 Lenke 5C カーブに対する前方矯正固定術−術後 Cobb 角の予測式による固定範

囲決定法．第 87 回日本整形外科学会 2014.5.22-25 神戸 

73. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、知場一記、種市 洋：胸椎特

発性側弯症に対するハイブリッド法での遠位 PS による回旋矯正．第 44 回日本脊椎脊髄病学会 

2015.4.16-18 福岡 

74. 司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 洋：思春期

特発性側弯症に対する肋椎関節解離を併用したハイブリッド法による後方矯正固定術の肺胸郭

コンプライアンスに与える影響．第 44 回日本脊椎脊髄病学会 2015.4.16-18 福岡 

75. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、知場一記、野原 裕、種市 

洋：成人脊柱変形の術後 QOL を決定づけるパラメータとその理想値．第 44 回日本脊椎脊髄病学

会 2015.4.16-18 福岡 

76. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、知場一記、種市 洋：成人脊

柱変形に対する Extreme lateral interbody fusion (XLIF)併用の矯正術．第 44 回日本脊椎脊

髄病学会 2015.4.16-18 福岡 

77. 司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 洋：３次元

歩行解析を用いた腰椎変性後側弯症における骨盤を含めた歩行時動的矢状面バランスの検討．
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第 44 回日本脊椎脊髄病学会 2015.4.16-18 福岡 

78. 飯村拓哉、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、関本巌雄、金子高

久、種市 洋：Pelvic Incidence にマッチした適切な腰椎前弯は椎体形状により決定される．

第 49 回日本側彎症学会 2015.11.5-6 新潟 

79. 司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 洋：３次元

歩行解析を用いた腰椎変性後側弯症における体幹、骨盤、下肢を含めた歩行時動的矢状面バラ

ンスの検討．第 49 回日本側彎症学会 2015.11.5-6 新潟 

80. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、関本巌雄、飯村拓哉、野原 

裕、種市 洋：成人脊柱変形手術症例の理想的な Pelvic Tilt は 20°未満か？ 第 49 回日本側

彎症学会 2015.11.5-6 新潟 

81. 知場一記、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 

洋：先行的 Foundation 作成による Growing Rod 法の治療成績． 第 49 回日本側彎症学会 

2015.11.5-6 新潟 

82. 竹内大作、稲見 聡、森平 泰、司馬 洋、大江真人、浅野太志、中山健太朗、新井秀和、種市 

洋：骨粗鬆症性椎体圧潰後後弯症の治療成績〜PVCR と前後合併 VCR の比較． 第 24 回日本脊

椎インストゥルメンテ−ション学会 2015.11.6-7 新潟 

83. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、中山健太朗、新井秀和、野原 

裕、種市 洋：成人脊柱変形手術症例の理想的な Pelvic Tilt とは？-クラスター解析による考

察- 第 89 回日本整形外科学会 2016.5.12-15 横浜 

84. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 

洋：重度小児脊柱変形に対する VCR による矯正手術の安全性−APVCR と PVCR の比較− 第 46 回

日本脊椎脊髄病学会 2017.4.13−15 札幌 

85. 知場一記、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、浅野太志、野原 裕、種市 

洋：Growing Rod 法により変化する椎体形態． 第 46 回日本脊椎脊髄病学会 2017.4.13−15 札

幌 

86. 司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、大江真人、浅野太志、青木寛至、種市 

洋：腰椎変性後側弯症の矢状面バランス動的代償機能の分析． 第 46 回日本脊椎脊髄病学会 

2017.4.13−15 札幌 

87. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、種市 洋：成人脊

柱変形矯正術における大腰筋走行異常（Rising psoas sign）の X 線学的指標 第 46 回日本脊

椎脊髄病学会 2017.4.13−15 札幌 

88. 青木寛至、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、野原 

裕、種市  洋：超高齢脊柱変形に対する手術治療の現状  第 46 回日本脊椎脊髄病学会 

2017.4.13−15 札幌 

89. 竹内大作、稲見 聡、森平 泰、上田明希、司馬 洋、浅野太志、種市 洋：脊椎外傷の damage 

control surgery．第 90 回日本整形外科学会 2017.5.18-21 仙台 

90. 飯村拓哉、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、種市 

洋：思春期特発性側弯症における胸椎後弯と腰仙椎骨盤アライメントとの相補的関係．第 90 回
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日本整形外科学会 2017.5.18-21 仙台 

91. 浅野太志、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、野原 裕、種市 

洋：年少児（10 歳未満）への椎弓根スクリュー刺入が椎弓根、脊柱管、椎体の成長へ及ぼす影

響．第 90 回日本整形外科学会 2017.5.18-21 仙台 

92. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、浅野太志、新井秀和、菅藤智哉、野原 

裕、種市 洋：成人脊柱変形術後患者の矢状面アライメント代償作用による分類．第 90 回日本

整形外科学会 2017.5.18-21 仙台 

93. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、野原 裕、種市 

洋：矢状面アライメント異常のある成人脊柱変形に対する LIF 併用矯正術の安全性—従来法との

比較．第 90 回日本整形外科学会 2017.5.18-21 仙台 

94. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、種市 洋：成人脊

柱変形手術における LIF Cage の骨癒合−同種骨と自家骨の比較．第 47 回日本脊椎脊髄病学会 

2018.4.12-14 神戸 

95. 柴尾洋介、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、青木寛

至、野原 裕、種市 洋：神経筋原性側弯症に対する手術治療成績．第 47 回日本脊椎脊髄病学

会 2018.4.12-14 神戸 

96. 司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、大江真人、浅野太志、青木寛至、種市 

洋：重度側弯症患者における治療成績の検討．第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4.12-14 神

戸 

97. 上田明希、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、大江真人、浅野太志、青木寛至、柴尾洋

介、野原 裕、種市 洋：脊柱早期固定術を要した先天性側弯症〜10 歳≦で固定術を行った 4

年以上経過例の検討〜．第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4.12-14 神戸 

98. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、浅野太志、青木寛至、種市 洋：成人脊

柱変形手術における腰椎前弯形成目標角度の検証．第 47 回日本脊椎脊髄病学会 2018.4.12-14 

神戸 

99. 竹内大作、稲見 聡、森平 泰、反町 毅、上田明希、司馬 洋、浅野太志、青木寛至、種市 

洋：固定術術後後弯症に対する Pedicle Subtraction Osteotomy の治療成績．第 47 回日本脊椎

脊髄病学会 2018.4.12-14 神戸 

100. 浅野太志、竹内大作、司馬 洋、中山健太朗、稲見 聡、森平 泰、上田明希、青木寛至、

種市 洋：３D 慣性センサーを用いた成人脊柱変形（ASD）患者の歩行解析．第 47 回日本脊椎脊

髄病学会 2018.4.12-14 神戸 

101. 柴尾洋介、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、青

木寛至、野原 裕、種市 洋：当院における神経筋原性側弯症に対する手術治療成績．第 91 回

日本整形外科学会 2018.5.24-27 神戸 

102. 浅野太志、竹内大作、司馬 洋、稲見 聡、森平 泰、上田明希、青木寛至、種市 洋：３

D 慣性センサーによる成人脊柱変形患者の歩行解析．第 48 回日本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-

20 横浜 

103. 上田明希、飯村拓哉、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、司馬 洋、浅野太志、青木寛至、新
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井秀和、千葉友美、種市 洋：思春期特発性側弯症の胸椎矢状面アライメント矯正で、腰仙椎

骨盤アライメントはどう変わる？ 第 48 回日本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-20 横浜 

104. 森平 泰、渡辺航太、稲見 聡、竹内大作、上田明希、八木 満、藤田順之、松本守雄、種

市 洋：胸椎特発性側弯症に対する Coplanar 法による変形矯正  -従来法との比較-．第 48 回日

本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-20 横浜 

105. 飯村拓哉、稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、大江真人、浅野太志、青

木寛至、種市 洋：成人脊柱変形術後患者における腰椎前弯形態が矢状面アライメントと QOL
に与える影響．第 48 回日本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-20 横浜 

106. 稲見 聡、森平 泰、竹内大作、上田明希、司馬 洋、浅野太志、青木寛至、飯村拓哉、知

場一記、種市 洋：矢状面代償作用の術前から術後での変化  -成人脊柱変形手術症例からの検
討-．第 48 回日本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-20 横浜 

107. 森平 泰、稲見 聡、竹内大作、上田明希、司馬 洋、浅野太志、青木寛至、飯村拓哉、種

市 洋：成人脊柱変形に対する LLIF 併用矯正術後の冠状面バランス不良例の検討．第 48 回日

本脊椎脊髄病学会 2019.4.18-20 横浜 
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